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ま え が き

今年はじめ鎌田先生よりもらった賀状に「｀
私の

歩んだ地学の道
″

といった回想録でも寄せて頂き

たい」と記されてあった。私は公職を退いてもう

10数年にもなって,地学との出会いも往事茫々と

なってしまったし,皆様にお話しのできるような

仕事もしてこなかったので, くだらぬ私事を書い

て紙面をけがすことをおそれ躊躇していた。しか

し,そ うかといって色々お世話になった懐しい地

学会の皆様のこと考えると,黙って辞退するわけ

にもいかず,誠にお粗末ながら回想録の筆をとっ

た次第である。

私は今でも時々裏山の鳥帽子岳 (568m)に 登

り,山頂で人がいない時は「雲力山力呉力越力,

水天労髯青一髪」と頼山陽の天草洋に泊すなどを

吟じている。そうすると浩然の気みたいなものが

胸に拡がり,心は闊達,気分は爽快となる。私は

佐世保に生れ育って,小学校の頃より遠足などで,

よくこの山に登っていたので,いわば私のホーム

グラウンドみたいな山である。子供心にもそんな

時,遥かな水平線の彼方にはどんな国があるのだ

ろうか,大きくなったら行うてみたいものだと漠

然とした夢を抱いたことを覚えている。

1。 旅順工大 に進学

地元の中学校を卒業して進学する時,福岡の高

等学校を受験したが,そ こで旅順工大の予科もつ
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いでに受験した。両方とも合格してどちらにしよ

うかと迷ったが,子供の頃のそんな気持ちが潜在

していたのか,未知の大陸に魅せられたように笈

を負い玄界灘を越えて遠い異境の満州に渡った。

船が大連に着いた時の第一印象は今でも忘れら

れない。早春の風は膚に冷たく,文字通り「山川

草木,う たた荒涼」として内地とは全く違った灰

色の厳しい自然であった。

予科の 3年間は暇さえあれば10万分の 1の地

図を唯一の頼りに,関東州の田舎を歩き廻った。

歩いた道筋を赤鉛筆で記していたら,やがて足跡

は地図の上をくまなくみみずが這ったようになっ

た。

関東州の地形は準平原で,緩やかに波状に起伏

する平地を,厚い黄土 (Lё ss)がおおっていた。

だから風が吹けば「黄塵万丈」も誇張ではない。

後で軍隊に行って,お そらく日露戦役の教訓だっ

想随
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たのだろう,教範に「敵 と遭遇した時ホコリの立

つ様を見て,兵力の如何程なるかを察知せよ」と

の意味の文句があつて宜なる哉 と思われた。また,

陸軍の制服がカーキ色になっていたのも,予想さ

れる大陸の戦場の黄土に由来すると聞いた。戦後

長い問日中の国交が壮絶して,消息の杏として分

からなかった頃は,春先に大陸から訪れる黄砂現

象に,今頃旅順はどうなっているのだろうかと郷

愁を覚えたものである。

旅順港を取 り巻 く背後の残丘には,難攻不落を

誇った陣地が築かれていて, これ等はすべて頗る

堅硬なプレカンブリアンの珪岩であった。少し遠

い所では,遼東半島の突端に饗える老鉄山とか,

金州の大和尚山にも友人 と数回登った。そしてこ

の珪岩にははっきりとリップルマークが認められ

ることがあった。私は当時漸 く20歳に達した位の

多感な青年時代だったので,そ んな時には目の前

の何億年という音の痕跡に比べたら世の中の治乱

興亡 も,日 露戦争も夢のまた夢のように思われた。

大学の本科に進む時は,専攻を決めなければな

らない。工科系の大学であるのに,地質学教室も

あったが,先輩は一人 もいなかった。

満州は広大な土地であるから,埋蔵されている

鉱産資源もどれだけあるか測 り知れない。これを

開発するのも男子一生の仕事 としてやり甲斐があ

ろうと,幸い志を同じくする友人 もいて, 2人で

誠に物好きなようであったが応用地質学を専攻す

ることになった。その後,相棒が病気で休学した

りして,私達のついた小倉勉先生 もさぞ困られた

ことであろう。先生の授業では原書を次から次に

もってきて,20～ 30頁 も宿題を課せられ,次の時

間に一字一句もおろそかにせず説明させられたの

が忘れられない。

プレパラー トの作成はすべて手製であったが,

時間ばかりかかって嫌だったので遂にうまくなら

なかった。そんな作業をした日には,帰 りに空が

まるで厚さによって微妙な灰色に変色するプレパ

ラー トの中の石英の干渉色のように見えた。鉱物

の標本室にはよく行って,し らみ潰しに調べて大

方見覚えた。名は忘れたが,使い込んだ鑑定書は

ドイツ語の本であった。 ドイツ語の術語を書いた

原書は別に自分で買った。

教室にある鉱物顕微鏡はすべてドイツ製だった

し,実習に行った鉱山では,工科の学生らしく鉱

山機械のネームプレー トも注意して見たが,大抵

は外国製であった。学問の方でも日本が先進国の

仲間入 りをしたのはずつと後だったから,当時新

しい智識を得るためには外国語が必要だったのだ

ろう。

2.大 陸の地 下資 源調 査

卒業後は国策会社であった鉱業開発に入 り,資

源調査部の所属になった。職場には内地の大学の

地質学科を出た人が沢山いて,私みたいな変わっ

た経歴の者も,う さん臭い日で見られることもな

く,温 く迎え入れられた。在職 したのは兵隊にと

られるまでの一年間位の短い期間であつたが,実

際に趣味 と職業が一致したようで,私の一生で最

も楽しい時期であつた。

当時満州は地下資源の宝庫みたいにいわれ鉱区

の申請が相次いだ。その実態調査が主な仕事で

あった。現場では随分珍 しいものにもお目にか

かった。戦後見た南極の石のように母岩の片麻岩

に柘櫂石が入っていたり,標本では見たのことも

ないような鏡鉄鉱の露頭があつたり, とにか く望

みのありそうな鉱床だった時には我が事のように

嬉しかった。

野外を調査していて足許から雉子が飛び立った

り,ノ ロが突然現れて逃げ出したりするのは珍ら

しくなかった。春になると見渡す限りの山々が山

つつじで真紅に染まり,ま るで桃源境にさまよい

こんだような錯覚を起す程であった。

また一方,沢山の鉱区申請の中にはいいカロ減な

ものも多 く,露頭はおろか鉱床の痕跡すら発見で

きないこともあった。石炭課の同僚の話で,申請

された鉱区は花商岩のバ リソス地帯の真中であっ

たと, こんな類の笑い話にはこと欠かなかった。

笑い話 といえばその頃人から次の様な話を聞い

たのが今だに忘れられない。

太平洋戦争開戦前,日 本は石油の輸入をボイ

コットされ,石油の一滴は血の一滴 といわれた。

さる人がある日夢の中に神様が枕 もとに立って,

ここを掘れとお告げがあったことを軍の有力者に
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報告した。当局では日本は神国だから今こそ天祐

神助があったのだと,その地点を民間の会社に命

じて掘らせた。その場所は富士火山の厚い溶岩地

帯で,石油の出る可能性は皆無の所である。やが

て外国にもこれが伝わり,こ んな無駄な非科学的

なことがまかり通る日本は,た とえ敵国になって

も恐るるに足らずと,列国に鼎の軽重を問われた

という。

昭和14年の秋,石油に関しては権威であった日

本石油の大村一蔵技師が満州に調査にこられた。

その結果は関東軍の司令部で関係者に報告された。

私はその末席に侍って聞いた話の結論は次のよう

であった。

「石油を酒にたとえていえば,今の所とっくりが

北満に数力所地下にみつかっているが, まだ中に

酒が入っているかどうか掘つてみないと分からな

い。」

日本があれだけ欲しかった石油資源を,占領当

時日本の技術では発見できず,戦後中国の自主技

術で開発されたことは誠に残念であった。

その頃会社の標本室で涯青ウラン鉱 (Pitch‐

blende)を初めて見た。当時は有用鉱物と見なさ

れてなく,注目もされなかった。鉱物マニアだっ

た私はその名の如 くピッチ光沢をして放射能を

もったこの異様な鉱物のかけらを紙の袋に入れて,

お守りのように膚身難さず携行した。戦後これが

日本に投下された原爆の原料になった事を知った

時は愕然となった。

3。 北支に遊しヽミ

昭和14年 の暮にはボーナスを貰ってそれで会

社の友人を誘って, 2人で念願の北支を旅行し,

足を伸ばして大同の雲間の石佛まで行った。石佛

は当時訪れる人は全くなく,荒野に放置されてい

た。旅行に先立って少し下調べしたが,会社の図

書室には,黄上の研究でも知られるリヒトホーヘ

ンの東亜探険旅行記“China:Von Richthofen"が

あった。前世紀の旅行記にも拘らず開平炭田など

地質断面図までそえて調査の行届いているのに感

心したり,ま た,マルコポーロの行跡にまで言及

しているのには驚いた。当時その一部をコピーし

茂

ていた野帳が今だに手許に残っている。近年NH
Kテ レビによってシルクロー ドの風物が茶の間に

紹介されるようになった。実は明治時代,大谷探

険隊が西域のシルクロードよりもたらした貴重な

遺蹟の一部は,数体のミイラを含めて旅順の博物

館で見ていたが,初めて見る西域の自然の姿には

深 く感動した。それにまた シ`ルクロー ド
″

の由

来はリヒトホーヘンが,絹の路 (Seiden strasse)

といったのを英語で Silk Roadと 呼んだと,ア ナ

ウンサーの説明を聞いて,当時の北支旅行が無性

に懐しく思い出された。

4。 パ リクチ ン火 山の誕 生

終戦 まで軍隊にいたが,そ の後北ボルネオの

ゼッセル トンで捕虜収容所の生活が半年以上 も続

いた。ある日使役にかり出された豪州兵のキャン

プで拾った雑誌で,メ キシヨのパ リクチン火山の

誕生を知った。復員して知ったことだが,日 本の

昭和新山の誕生と奇しくも同じ頃である。こちら

の方は希有の天変地異が人々の動揺を来すことを

恐れてか報道が禁止されていたという。パ リクチ

ンは,玉蜀黍畠が次第にもり上って溶岩が流れ,

火山が成長する迄の過程を,夜景も交えてカラー

でしかもヘ リコプターで近接撮影していたのであ

る。 とに角こんなリアルな火山の写真は劃期的な

もので初めてだったので,その部分を破って後生

大事に日本に持ち帰つた。日本が世界で孤立して

いた頃なので, こんな外国の火山の誕生など誰 も

知る由もなく,私が最も早 く知 り得た日本人では

なかろうかと思う。

昭和21年の春に復員したが,こ の年の暮から22

年にかけて,私の名が地質調査所の名簿に嘱託 と

して記載してあるのは,会社の一足先に帰国した

友人が世話してくれたもので,その友情には深 く

感謝している。しかし当時胸部疾患で入院中で仕

事につ く事ができず,そ の後は遂に本職に復帰す

る機会がなかった。

5。 高校 地 学の教 鞭 を とる

昭和32年高校地学が 1単位必須科 目となって

林/Jヽ
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から希望して地学を受け持つことになった。高校

地学科の守備範囲の中で大学で修めた地質学が占

めるのはせいぜい20～30%足 らずだったろうか。

天文,気象,海洋等何も判らないで生徒 と一緒に

勉強した。初めは地学 といっても内容が余 りに広

範多岐でその間天地の差がある様に感じられて戸

惑った。しかしやっているうちに興味が湧いてき

た。第一私達の住む地球やその環境,それにもろ

もろの自然現象について理解を深めることは実に

楽しいものだと思う。近頃は盛んに郷土愛 とかふ

るさと運動 とかが強調されているようだが,ほ ん

とに郷土を愛する気持ちがあれば,ど うしてこん

な美しいふるさとができたのか,その生いたちに

ついても知 りたい心が生まれる筈だと思う。退職

してからも気をつけていると毎日のテレビ,新聞

で地学的な記事が目にとまらない日はない。それ

程私達の日常生活に関係の深い学問であるから高

校でやっていて良かったと思う。

しかしどの学科にも問題点はある。高校では当

面の大学入試対策が最優先であるから, とか く地

学は軽視される傾向は否めない。生徒の方も地学

を重要科目ではないとして,地学の時間は息抜き

の時間みたいに心得ている者もいた様である。私

はだからといって地学を教えるのが嫌になったり,

止めたいと思ったことは一度 もない。地学会の日

曜地質巡検会では,こ んな不利な条件の下でどう

して生徒の心を地学に引きとめて,興味を持たせ

ようかと苦心している若い先生達の話を聞いて,

自分も負けぬように明日からの励みとした。

一般参加の方とは同好者という丈で,以心伝心

気持ちが通じあうのを感じた。

その中でも地学会の皆さんと一緒に行つた球磨

川下流地域の巡検 とか,韓国の地質巡検は今では

終生忘れることのできない楽しい思い出となって

感謝している。

私の歩 んだ地学 の道
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